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情 報情 報

感染が気になる子どもたちの日常生
活や集団生活の過ごし方について講
演します日10月18日㈭10時〜12時
場厚木合同庁舎2号館4階AB会議室

（厚木市水引2-3-1）対小児慢性特定
疾病などの子どもと保護者、幼稚園・
保育園・学校などの関係者定先着40
人費無料講鹿間芳明氏（県立こども医
療センター医師）申電話で厚木保健
福祉事務所へ。10月11日㈭締め切り

厚木保健福祉事務所☎（224）1111
小児慢性特定疾病講演会

神奈川フィルハーモニー管弦楽団に
よる「第九」のコンサートを、「綾瀬市・
海老名市・座間市文化振興プロジェク
ト」の一環で行います日12月16日㈰
15時開演場綾瀬市オーエンス文化
会館（綾瀬市深谷中１-３-１）対４歳以
上（小学生までは保護者同伴）内ベー
トーヴェン作曲「交響曲第９番（合唱付
き）」費1,000円主県央三市芸術文化
振興協議会申９月29日㈯から直接、
綾瀬市オーエンス文化会館へ。㈫・第
３㈬は休館他席はチケット購入時に選
択。電話申し込みは不可

綾瀬市生涯学習課
☎0467（70）5670

アヤセ・プロムナード・
コンサート

◆普通救命講習〔Ⅰ〕 
心肺蘇生法とＡＥＤ（自動体外式除細
動器）の使い方を学ぶ講習。講習時間
は３時間。
◆普通救命講習〔Ⅱ〕
普通救命講習〔Ⅰ〕のほか、筆記・実技試
験あり。講習時間は4時間。
日10月27日㈯時〔Ⅰ〕９時〜12時〔Ⅱ〕
13時〜17時場本署対市内在住・在勤
の中学生以上の方定各回先着25人
費無料申電話で24時間受け付け他修
了者には修了証を交付します。詳細は
警防課へお問い合
わせください。な
お、災害発生時な
どは中止・変更にな
る場合があります

警防課 ☎（231）0355
普通救命講習〔Ⅰ〕〔Ⅱ〕社交ダンス

「ステップ・サークル」
一歩一歩楽しく踊りませんか。初心者
から経験者まで歓迎。健康的に体を動
かしています日①毎週㈯11時30分
〜13時30分 ② 毎 週 ㈰15時30分 〜
17時30分場国分コミセン（予定）費月
3,000円（講師謝礼など）他②は初心
者向き問川西☎090（2333）4370

英会話
「HAPPY ENGLISH」
アメリカ人のネイティブな発音と、国際
感覚を養いませんか日月３回㈬16時
〜17時場ビナレッジ（予定）対幼児費月
3,000円（教材費など）他体験あり問髙
橋☎080（5379）6275

市立保育園　臨時保育士・
非常勤保育士、非常勤調理
員を募集

保育・幼稚園課 ☎（235）4824
保育士は要保育士資格。調理員は
資格不問。勤務日数・時間は応相
談。詳細は保育・幼稚園課へ

広報えびな 点字版・音声版 

障がい福祉課 ☎（235）4813
広報の文字が見えにくい方にお送
りします。

ＯＢ会からの着付教室

日本の伝統文化である着物の基本を
大切に勉強して、心の豊かさと身の宝
を感じています。日頃のお稽古が急な
着付けにも役立ちます日毎月第１・３
㈮時10時〜12時場文化会館（予定）
費月2,500円（ 講 師 謝 礼 ）問笹 原 ☎
090（3819）0789

丹田呼吸法の実践

腹式呼吸法は自律神経を調整し、自然
治癒力を高めます日場①毎週㈰９時
30分〜11時30分／国分コミセン（予
定）②毎週㈪９時30分〜11時30分／
中新田コミセン（予定）③毎週㈮13時
30分〜15時30分／本郷コミセン（予
定）費月100円（雑費）問広崎☎090

（1214）4925

メンバー募集

着付けサークル
「服飾文化研究会」
手持ちの普段着・浴衣から留袖まで、
道具を使わずに手結びでお稽古しま
す日月２回 ㈭13時30分 〜15時30
分場文化会館和室（予定）費月1,000
円（施設使用料など）問牛嶋☎080

（2091）0411

カラオケ「歌謡会」

人生100年の時代です。歌は年齢を問
わず誰でも歌えます。若さ保持・健康・
脳トレのため、楽しく歌いましょう。70
歳以上歓迎日第１・３㈬13時30分〜15
時場杉久保コミセン（予定）費月2,500
円（会費）問髙瀬☎090（9640）5049

えびなメールサービス 

ＩＴ推進課 ☎（235）4715
登録はebina.i@mpx.wagmap.jp
に空メールを送信してください。

神奈川県司法書士会による
「法の日 無料相談会」
相続・遺言・成年後見・借金などでお悩
みの方は気軽にご相談ください日10
月６日㈯10時〜16時場文化会館122
大会議室費無料問林☎（244）4686

第13回海老名市長杯
グラウンド・ゴルフ競技大会
日11月７日㈬（予備日８日㈭・９日㈮）
時９時〜15時場海老名運動公園多
目的広場対市内在住・在勤の経験者
費500円（ 保 険 代 ）他持ち物はお問
い合わせを申はがきか封書で〒243-
0405国分南4-8-30へ。10月15日㈪
締め切り問羽生☎090（3040）8467

特別養護老人ホームさつき
「さつき健康食事教室」
栄養のバランスや、食に関する基礎知
識、食事を取る姿勢や食べる機能に
合わせた食の工夫を学びます日11月
11日㈰14時〜16時場特別養護老人
ホームさつき（河原口1383）費無料
申電話で問南☎（232）1318

えびな南高齢者施設
「バザー」
恒例のバザーを開催します。焼きそば
や焼き鳥などの模擬店も出店します
日10月７日㈰時内12時30分模擬店・
太鼓演奏／13時30分バザー場えびな
南高齢者施設敷地内（杉久保南３-31-
６）問手塚☎（238）7681

海老名市バドミントン協会
「初心者講習会」
同協会レディース育成部のコーチが女
性を対象に指導します日10月24日・31
日 ㈬、11月21日・28日 ㈬時９時30分
〜12時場北部公園体育館費１回500円

（講師謝礼など）他問い合わせは19時
〜21時に問杉岡☎（235）3435

海老名市ゴルフ協会「第３回海老名
オープンチャリティーゴルフ大会」
日10月24日㈬場小田急藤沢ゴルフ
クラブ（ 綾 瀬 市 深 谷 南 ）定先 着180
人費21,000円程度（プレー代・義援
金 など）申９月30日㈰ 締め切り。定
員になり次第受け付け終了問栁田☎

（231）3429

海老名市陸上競技協会
「キッズアスレティックカレッジ」
走り方の基本と身体の使い方が学
べます日10月７日㈰9時〜11時30分

（ 受け付けは８時30分から）場海 老
名運動公園陸上競技場対市内在住の
小学生費500円（講師謝礼）申メール

（E1994ebinatfc@gmail.com）で。
９月30日 ㈰ 締 め 切り問清 水 ☎090

（6006）4681

フラダンス
「ケオラフラサークル」
体操気分でフラ体験。中高年の方が対
象の無料体験です。フラの曲でゆったり
ゆっくり、体を動かして楽しく踊りませ
んか日場①10月23日㈫12時30分〜
13時30分／杉久保北集会所②24日
㈬14時15分〜15時15分／ビナレッジ
費無料問池上☎080（5868）7117

キッズフラダンス
無料体験会

幼児から小学生が対象のクラスです。
参加をお待ちしています日10月３日・
10日㈬時15時50分〜16時35分場文
化会館107リハーサル室問関野☎090

（2154）3272

要約筆記講習会・公開講座
「聞こえのことを知る」
１回目は市民対象の公開講座。「聞こえ
が気になる」「耳のことを知りたい」「聞
こえない人への支援」など、耳に関する
お話です。当日、直接会場へ日10月５
日㈮10時〜12時場総合福祉会館定先
着25人費無料他筆記通訳「風」の要約
筆記あり問大竹☎（232）9212

海老名「北海道人会」

北海道出身者、北海道が大好きなあ
なた。道産子が集うイベントや旅行な
どに参加しませんか。９月23日㈰㈷
にはジンギスカンをします。ぜひご参
加ください費年1,000円（会費）、別
途イベント参加費あり問八木橋☎090

（4430）0898

催しなどの案内

市 民 の 広 場

催　　し

9月の教育委員会定例会
教育総務課 ☎（235）4916

どなたでも傍聴できます。直接会場へ。
日21日㈮14時から場こどもセンター
201会議室

街頭労働相談会
商工課 ☎（235）4843

解雇や賃金不払い、労働保険、社会保
険などについて相談に応じます。直接
会場へお越しください日10月１日㈪11
時〜18時場海老名駅自由通路他詳細
は、かながわ労働センター県央支所（☎
296・7311）へお問い合わせください

特設行政相談会
市民相談課 ☎（235）4567

行政に関する意見や要望のほか、身近
な困りごとなどの相談に応じます。申し
込み不要。当日、直接会場へ日10月１日
㈪13時30分〜16時場市役所701会議
室費無料他秘密厳守。行政相談委員、
人権擁護委員、民生委員が対応します

不登校相談会・
進路情報説明会
県子ども教育支援課 

☎045（210）8292
フリースクールなどの紹介や進路情
報の提供を行います。当日、直接会場
へ日10月14日 ㈰13時 〜16時30分
場あつぎ市民交流プラザ（厚木市中町
2-12-15アミューあつぎ内）対小・中
学生、高校生（中退者含む）、保護者、
教員など費無料

老朽化した校舎などの長寿命化や、少
子化に伴う将来の学校施設のあり方
についての計画です。計画案は、教育
総務課・情報公開コーナー・コミセン・
市ホームページで閲覧できます。

【閲覧および提出締め切り】
９月25日㈫まで
【提出方法】任意の書式に意見・住所・
氏名・電話番号を記入し、直接または
郵送・ファクス・市ホームページお問
い合わせフォームで教育総務課へ。匿
名や電話・メールでの応募はできませ
ん。郵送の場合は期間内に必着

教育総務課
　☎（235）4917 FAX（231）0277

パブリックコメント「海老名市
学校施設再整備計画（案）」




